
ぎんぎん カリフォルニア・バイ・ザ・グラス・プロモーション ワインリスト 2022

シェフ&シニアソムリエお薦めの 10種類もの

カリフォルニアワインをグラスで気軽に楽しんでいただけます�㡀！

この春あなたのお気に入りのワインを見つけませんか？

お好みテイスティングセット

ワインリストの中からお好きなワインをお楽しみください♪

２種 ６0ml×2 1,０00 円 税込 1,１０0 円

３種 ６0ml×3 1,800 円 税込 1,980円

ソムリエにお任せペアリング マリアージュをお楽しみください♪

オーダーされたコースに合わせてソムリエがワインをお選びして提供させていただきます。

２種 80ml×2 1,200 円 税込 1,320円

３種 80ml×3 1,800 円 税込 1,980円

４種 80ml×４ 2,400 円 税込2,640円

５種 ８0ml×５ 3,000 円 税込3,300 円

６種 ８0ml×６ 3,600 円 税込3,960 円



白ワイン

1. ニュートン スカイサイド シャルドネ ソノマ カウンティ 2018

トロピカルフルーツ、白い花、熟した洋ナシのアロマに続いてふじリンゴ、メロン、パイナップルの強烈な風味が口の中に

広がり、オーク樽から来るバニラの風味がほのかに感じられます。バランスが見事なワイン。余韻もエレガントです。

葡萄品種 シャルドネ 100％

フルボトル 6,000 円 税込 6,600 円

ハーフ（デカンタ） 3,000 円 税込 3,300 円

グラス（120ml） 1,000 円 税込 1,100 円

2. コッポラ ロッソ&ビアンコ ピノ グリージョ 2018

レモンやグレープフルーツの爽やかな柑橘香にトロピカルフルーツや蜂蜜のニュアンス。キレの良い酸味とのバランス

の良さはコストパフォーマンスの高さを感じます。フレッシュでミディアムボディの心地よい味わい。

葡萄品種 ピノ・グリージョ 85％ シャルドネ 15％

フルボトル 5,000 円 税込 5,500 円

ハーフ（デカンタ） 2,500 円 税込 2,750 円

グラス（120ml） 800 円 税込 880 円



3. スモーキング ルーン ソーヴィニヨン・ブラン 2019

フレッシュな果実味が感じられ青りんごや若いメロンといった味わいがあります。レモンのような清涼感も感じられ生き生

きとした酸味。レモンの皮やグレープフルーツのような苦みが心地よく漂います。

葡萄品種 ソーヴィニョン・ブラン 88％ コロンバール 12％

フルボトル 4,000 円 税込 4,400 円

ハーフ（デカンタ） 2,000 円 税込 2,200 円

グラス（120ml） ７00 円 税込 770 円

4. アイアンストーン オブセッション シンフォニー 2019 甘口

ピーチやマスカットのような香り。華やかな香りできっりっとした味わい。エキゾチックなフレーバーです。

デザートワインとしても楽しめます。ワインの名前のように『取り憑かれ』て癖になるワインです。

葡萄品種 シンフォニー 100％

フルボトル 3,500 円 税込 3,850 円

ハーフ（デカンタ） 1,800 円 税込 1,980 円

グラス（120ml） 600 円 税込 660 円



ロゼワイン

5. ベリンジャー ホワイト・ジンファンデル 2020 甘口

爽快で香り高いアロマと赤みを帯びたピンク色が美しい。丸みのあるジューシーな果実味で飲み口で、とてもチャーミン

グ。いちごやチェリー、スイカを想わせるすっきりした飲み心地のバランスの取れたロゼワインです。

葡萄品種 ジンファンデル主体

フルボトル 3,500 円 税込 3,850 円

ハーフ（デカンタ） 1,800 円 税込 1,980 円

グラス（120ml） 600 円 税込 660 円

6. メナージュ・ア・トロア ロゼ 2020

淡いサーモンピンク。ワインの名前は三角関係を意味します。3 つのぶどう品種で造られた爽やかな酸が印象的。杏子

のコンポートや薔薇の花の香りが立ち上がります。口に含むとすっきりした甘さを感じます。

葡萄品種 メルロー 44％ シラー 30％ ゲヴェルツトラミネール 26％

フルボトル 5,000 円 税込 5,500 円

ハーフ（デカンタ） 2,500 円 税込 2,750 円

グラス（120ml） 800 円 税込 880 円



赤ワイン

7. ロバート モンダヴィ プライベート セレクション

バーボン バレルエイジド カベルネ ソーヴィニヨン 2019

濃厚なベリーの果実味にバーボン樽熟成に由来するしっかりとしたタンニンとピリッとするスパイス感が印象的です。

モカやカスタード、カラメル、バニラやオークの香りを豊かに感じる非常に飲みごたえのあるワインに仕上がっています。

葡萄品種 カベルネ・ソーヴィニヨン 90％ プティ・ヴェルド 8％ メルロー 2％

フルボトル 6,000 円 税込 6,600 円

ハーフ（デカンタ） 3,000 円 税込 3,300 円

グラス（120ml） 1,000 円 税込 1,100 円

8. ハーン ワイナリー ピノノワール 2020

アメリカンチェリーと完熟プラム、それにほのかなバニラとスパイスの香りが広がり、加えてなめし皮のニュアンス、ベル

ベットの様なタンニンも感じられます。爽やかな酸味が良くバランスして味わいを引き締めています。

葡萄品種 ピノ・ノワール 100％

フルボトル 5,000 円 税込 5,500 円

ハーフ（デカンタ） 2,500 円 税込 2,750 円

グラス（120ml） 800 円 税込 880 円



★今年おすすめのローダイ産のワイン

9. オーク リッジ ワイナリー イントゥ ジンファンデル ローダイ 2017

イチゴジャムやチョコレートの香りに加え、スパイシーなアロマが特徴的。柔らかく滑らかな口当たりで、アフターには香

ばしい余韻が長く続きます。エレガントできめ細かいタンニンが素晴らしい。

葡萄品種 ジンファンデル 89％ カベルネ・ソーヴィニヨン 6％ プティット・シラー 5％

フルボトル 4,000 円 税込 4,400 円

ハーフ（デカンタ） 2,000 円 税込 2,200 円

グラス（120ml） ７00 円 税込 770 円

10. ツイステッド メルロー 2017

しっかりしたアタックとタンニンが特徴。微かにスモーキー。プラムやブラックベリーのフレーバーにナツメグのニュアンス

も感じます。バニラ、ミントの香りがすっきりとした酸と共に長く余韻に続きます。

葡萄品種 メルロー主体

フルボトル 3,500 円 税込 3,850 円

ハーフ（デカンタ） 1,800 円 税込 1,980 円

グラス（120ml） 600 円 税込 660 円


